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1.  平成26年2月期第1四半期の業績（平成25年3月1日～平成25年5月31日） 

（注）平成25年2月期第1四半期は連結業績を開示しておりましたが、平成26年2月期第1四半期は、非連結での業績を開示しております。そのため、平成25年2
月期第1四半期の経営成績（累計）及び前年同四半期増減率については記載しておりません。潜在株式調整後1株当たり四半期利益については、希薄化を有し
ている潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

(2) 財政状態 

  

(1) 経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

26年2月期第1四半期 1,109 ― 314 ― 415 ― 377 ―
25年2月期第1四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

26年2月期第1四半期 54.42 ―
25年2月期第1四半期 ― ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年2月期第1四半期 5,022 3,391 67.5
25年2月期 4,267 3,121 73.1
（参考） 自己資本   26年2月期第1四半期  3,391百万円 25年2月期  3,121百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

年間配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

25年2月期 ― 0.00 ― 15.00 15.00
26年2月期 ―
26年2月期（予想） 0.00 ― 8.00 8.00

3. 平成26年 2月期の業績予想（平成25年 3月 1日～平成26年 2月28日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有   

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期(累計) 1,700 ― 327 ― 364 ― 357 ― 51.40
通期 3,900 12.6 868 64.0 880 43.4 649 △47.2 93.44
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(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

※  注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年2月期1Q 6,945,600 株 25年2月期 6,945,600 株
② 期末自己株式数 26年2月期1Q 64 株 25年2月期 64 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年2月期1Q 6,945,536 株 25年2月期1Q 6,945,600 株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この決算短信は、金融商品取引法に基づく手続きの対象外であり、この決算短信の開示時点において財務諸表に対する監査は終了しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的と判断する一定の前提に基づいており、実際の業績
は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期累計期間における経営環境は、金融緩和等の経済政策に対する期待感から為替・株式市場におい

て円安傾向・株価上昇などの動きが見受けられ、景気回復感が緩やかに高まってきております。しかし、欧州債

務危機問題や、日中関係の動向など、国内外での懸念材料があり、景気の先行きは依然として不透明な状況で推

移いたしました。 

ゴルフ業界におきましては、国内外での活躍する若手プロゴルファーがメディアへの露出等により、ゴルフ人

気を牽引しております。しかし、ゴルフプレー料金は下落傾向にあり、また,ゴルフ用品販売における価格競争

も長期化するなど、業界全体としては厳しい状況が続いております。  

 このような状況の中、当社はゴルフシャフトの販売の拡大と自転車フレーム等製造販売事業の販売拡大に傾注

してまいりました。 

 この結果、当第1四半期累計期間の業績は、日本国内において自社ブランドシリーズが順調に推移したことか

ら売上高 千円、営業利益 千円、経常利益 千円、四半期純利益 千円となりまし

た。 

なお、前第1四半期連結累計期間は、四半期財務諸表を作成しておりませんので、前年同四半期累計期間との

比較分析は行っておりません。 

  

   セグメントについては、下記のとおりであります。  

   当社は、スポーツ用品関係の専門メーカーとして、ゴルフシャフト等の製造販売を柱とし、ゴルフクラブ組

立加工事業及び自転車フレーム等製造販売を行っております。従って、経営の多角化を示すような事業の種類

がないため、セグメントについては記載しておりませんが売上集計区分である売上高構成について記載してお

ります。       

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

(資産)  

    当第1四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末に比べ 千円増加し、 千円となりまし

た。 

    主に、流動資産において、現金及び預金が 千円増加し、売上債権が 千円減少したことによる

ものであります。 

   (負債) 

    当第1四半期会計期間末の負債総額は、前事業年度末に比べ 千円増加し、 千円となりまし

た。  

    主に、借入による資金調達が 千円増加したことによるものであります。 

   (純資産) 

    当第1四半期会計期間末の純資産については、前事業年度末と比べ 千円増加し、 千円とな

りました。 

    主に、四半期純利益を 千円計上した一方、配当金の支払いが 千円発生したことによるもので

あります。  

     

（３）業績予想に関する定性的情報 

当第１四半期は、業績の状況において記載のとおりとなりましたが、平成25年7月11日付で「業績予想の修正

に関するお知らせ」にて公表いたしましたとおり、第２四半期累計売上高を1,700百万を見込んでおります。こ

れに伴い、通期業績予想についても変更しております。 

しかしながら、今後の経営環境や当社の販売先での生産調整等、不確定要素を多分に含みます。なお、業績予

想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、実際の業績等は業況の変化等によ

り予想数値と異なる場合があります。今後、業績予想数値の修正の必要が生じた場合には、適時適切に開示を行

ってまいります。  

１．当四半期決算に関する定性的情報

1,109,278 314,478 415,161 377,944

部門の名称 
当第１四半累計会計期間 
（自 平成25年3月１日 
至 平成25年5月31日） 

ゴルフシャフト製造販売（千円）  1,082,327

自転車部品等製造販売（千円）   17,863

ゴルフクラブ組立加工及びその他(千円）  9,087

合計（千円）  1,109,278

754,720 5,022,427

987,864 175,518

484,817 1,631,237

409,692

269,903 3,391,189

377,944 104,183
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（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

   該当事項はありません。 

    

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

   該当事項はありません。  

    

    該当事項はありません。 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等

株式会社グラファイトデザイン（7847）　平成26年2月期第1四半期決算短信

5



４．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成25年２月28日) 

当第１四半期会計期間 
(平成25年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,766,429 2,754,294

受取手形及び売掛金 919,149 743,621

商品及び製品 277,985 247,319

仕掛品 143,252 110,158

原材料及び貯蔵品 71,314 79,873

繰延税金資産 186,482 185,802

その他 91,788 86,487

貸倒引当金 △1,369 △734

流動資産合計 3,455,033 4,206,822

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 345,491 336,118

土地 195,701 195,701

建設仮勘定 5,750 5,750

その他（純額） 47,222 64,080

有形固定資産合計 594,165 601,649

無形固定資産 52,429 49,463

投資その他の資産 166,078 164,491

固定資産合計 812,673 815,604

資産合計 4,267,706 5,022,427

負債の部   

流動負債   

買掛金 392,654 342,538

短期借入金 304,736 741,107

未払法人税等 2,346 43,095

賞与引当金 30,259 5,347

その他 59,475 159,267

流動負債合計 789,471 1,291,355

固定負債   

長期借入金 199,806 173,127

退職給付引当金 36,507 40,012

役員退職慰労引当金 69,896 72,675

資産除去債務 48,077 48,323

その他 2,661 5,744

固定負債合計 356,949 339,882

負債合計 1,146,420 1,631,237
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成25年２月28日) 

当第１四半期会計期間 
(平成25年５月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 589,612 589,612

資本剰余金 582,653 582,653

利益剰余金 1,954,929 2,228,691

自己株式 △20 △20

株主資本合計 3,127,175 3,400,937

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △5,888 △9,747

評価・換算差額等合計 △5,888 △9,747

純資産合計 3,121,286 3,391,189

負債純資産合計 4,267,706 5,022,427
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成25年３月１日 
 至 平成25年５月31日) 

売上高 1,109,278

売上原価 526,902

売上総利益 582,376

販売費及び一般管理費 267,897

営業利益 314,478

営業外収益  

受取利息 32

為替差益 100,175

雑収入 3,823

営業外収益合計 104,032

営業外費用  

支払利息 2,991

雑損失 357

営業外費用合計 3,349

経常利益 415,161

特別利益  

固定資産売却益 37

保険解約返戻金 2,863

特別利益合計 2,900

税引前四半期純利益 418,061

法人税、住民税及び事業税 39,579

法人税等調整額 538

法人税等合計 40,117

四半期純利益 377,944
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   該当事項はありません。 

   

   

  該当事項はありません。   

   

   

当社の報告セグメントは、スポーツ用品関係の専門メーカーとして、ゴルフシャフトの製造販売を柱とし、

その他ゴルフクラブ組立加工・スポーツサイクル製造販売を行っております。 

 したがって、当社は、スポーツ用品関係の専門メーカーであり単一セグメントであるため、記載を省略して

おります。  

   

   

     該当事項はありません。 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）セグメント情報等

（６）重要な後発事象
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